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第1197回の記録　  平成 24 年 2月 8日

週報
2011 . 7 ～ 2012 . 6

2011～2012年度
ロータリーテーマ

１．点　　　　　　　鐘

２．ロータリーソング

　　「奉 仕 の 理 想」

３．四 つ の テ ス ト

４．会　長　の　時　間

５．幹　 事　 報 　告

６．出　 席　 報　 告

７．委　員　会　報　告

８．職場訪問「ＪＡミヤベイ」

９．次週例会の案内「SAA」

10．点　　　　　　　鐘

本日のプログラム

佐土原ロータリークラブ
国際ロータリー第２７３０地区

第1198回　 平成 24年 2月 15日（水）

会　　長 ： 荒武　義博
副 会 長 ： 村上　　實
幹　　事 ： 永野　陽子
会報委員長 ： 藤堂　孝一
会　　計 ： 梶田與之助
事 務 局 ： 吉野由里子
 宮崎市佐土原町下田島
 　　　　　　11703-18
　　TEL：0985-62-7833
　　FAX：0985-62-7877
例 会 日 ： 毎週水曜日
例 会 場 ： 
　　石崎の杜「歓鯨館」
　　TEL：0985-62-7757

2730地区ガバナー 　　　長峯　基
中部分区ガバナー補佐　　林　務
RT会長テーマ
　「こころの中を見つめよう　博愛を広げるために」
2730地区テーマ
　「善いことをしよう」
佐土原テーマ
　「クラブ会員の絆を　より深めよう」
2月のテーマ
　「世界理解月間」

2月1日（水） ・・・「1196回」会員卓話「原田　宗忠君」
                     2月のセレモニー・理事会
2月8日（水） ・・・「1197回」ゲスト卓話「坂　佳代子氏」
2月15日（水）・・・「1198回」職場訪問「ＪＡミヤベイ」
2月22日（水）・・・「1199回」会員卓話「宮原　建樹君」
2月29日（水）・・・「1200回」夜間例会　「1200回記念」

　今日は、２月８日第１１９７回の例会です。
　今日は、お客様が３名いらしてます。先ず、本日
のゲスト卓話の講演をお願いしました。元、宮崎県
初の女性副知事をされました「坂　佳代子」先生です。
　経歴をご紹介しますと、過去に1968年：メキシコ
五輪出場（団体４位）1972年：ミュンヘン五輪出場
 （団体７位）された元女子体操選手で、２回オリン
ピックに出場された経験の持ち主でもあります。そ
の後、日本体育大学教授、オリンピックでの国際審
判員でも数回オリンピックに参加され、現在は、九
州保健福祉大学の社会福祉学部スポーツ健康福祉学
科の教授として勤務されています。過去に佐土原Ｒ
Ｃ担当のライラのときに講演をして頂いた経緯もご
ざいます。本日は短い時間で恐縮ですが、ゲスト卓
話を宜しくお願い致します。

　そして、例会体験で２名の方に同席して頂いてま
す。正岡会員ご紹介の河野さんと吉田会員ご紹介の
長倉さんです。
　河野さんは、昨年既にご紹介がありましたので、
今回初めての長倉祐一郎さんの経歴をご紹介します。
田野町のご出身で現在は（株）プロデュース祐を平
成２３年１月に設立され居酒屋「四季の惠」も経営
されています。宮崎工業高校を卒業された後、小松
電子・トヨタビスタを退社された後に現在の会社を
設立されて現在に至っておられます。２名の方には、
この出会いが最良の出会いとなりますことを強く願
望します。

会長の時間 ＜ 荒武　義博  会長 ＞

2 月度の例会予定

　さて、本題の会長の時間は、ゲスト卓話の時間も
ありますので、短めに最近の体験から感じたことを
話したいと思います。
　最近は結婚式に出席する機会は、めっきり少ない
のですが、逆に御葬式に出席する機会は、増えまし
たね。この会場にも、俺もさほど遠くないなーと思
われる方も・・・・
　昨日も御葬式に参列して感じましたのは、式の終
わりに親族を代表し、お礼の挨拶がありますが私も、
幾度か経験しましたが、これはさすがに自分の葬式
では、お礼は言えません。非常に残念ではあります
が、自分の葬式だけは見られませんね。出来ること
なら、見たいですよねー、来て欲しい人、来るべき
人が来ているか？来てなければ電話したいですよね。
なんて考えた今日この頃です。  「私だけですかねー
こう思うのは」そこで自分の葬式は、元気なうちに
最後のお礼の挨拶は、録音しておきそれを流しても
らうようにしたいですね。そう思うと自分の人生で
日々、後悔や悔いの無いように生きたいと思います。
　会長職を受けさせて頂いたのも、その思いからで
す。悪いことは一つもありません。逆に良いことが
沢山ありました。こうして毎週、話が出来る喜びや
会長幹事会で酒が飲めることや、いろんな方と知り
合える機会が増えたこと大変、勉強になります。
　その他にも、やはり夢は、死ぬまで持ち続ける。
皆さんも、近いうちにチャンスが必ず回って来ます。
その時は、前向きに「ラッキー」と飛び上がって喜
んで受けて頂けると、確信しています。

本日のお客様、坂　佳代子 先生、河野さん、長倉さん



　　  四つのテスト
　「言行はこれに照らしてから」
１．真実かどうか
２．みんなに公平か
３．好意と友情を深めるか
４．みんなのためになるかどうか

SADOWARA ROTARY CLUB WEEKLY REPORT

◆◇◆◇ 事務局便り ◇◆◇◆
☆荒武会長・永野幹事～２月１４日（火）会長・幹事会
　のご参加等ご苦労様でございました。
☆佐藤　高元会員の全快復帰が１日でも早まります
　ことを心よりお待ちしております。

☆会員卓話・委員会報告等「原稿提供」の
　ご協力をどうぞお願い致します。

ゲスト卓話 ＜ 坂　佳代子 氏 ＞

　みなさまこんにちは。本日はせっかく皆さまにお
会いできるのに風邪を引いてしまい、このような声
でお話しますこと大変心苦しいのですが、最後まで
どうぞお付き合いいただけると幸いでございます。
私の今までの経歴は先ほど荒武会長の方よりご紹介
いただきましたので、今日は現在の職場であります
 「九州保険福祉大学」での私の担当専科の紹介を主
にさせていただこうと思います。

＜社会福祉学部教育目標＞
　社会福祉に関する専門知識及び技術を教授すると
共に、豊かな人間性を涵養し、福祉分野等で即戦力

例会中は携帯電話の電源を切るか
マナーモードにして下さい・・・MEMO

出席報告＜ 出席委員長　吉田　康一郎 君 ＞
会員２２名 　（免除１名）

欠席者数　　　　　５名

有届け者～　佐藤君・中武君

　大久保君・梶田君・太田君

出席者数　　　　１７名

出席率　　　８０．９％

無断欠席数 (前回 )０名

メークアップ　　　０名

修正出席率　８５．７％

幹事報告 ＜ 幹事　永野　陽子 君 ＞
＜文書案内＞
※書き損じハガキ、切
　手、テレカ送付の報
　告について
※薬物乱用防止指導員
　の推薦について
※地区役員承認のお願
　いガバナー・エレク
　ト事務所～
　2012-2013 年度地区組織の編成
　岩切正司会員を下記役職にお願い致したく、理事
　会としてご承認いただきますようお願いいたします。
※次期地区チーム研修セミナーのご案内～
　3月 3日（土）・4日（日）の二日間、
　鹿児島城山観光ホテルにて登録料：10,000 円

として活躍しつつ福祉社会の創造的担い手となる専
門職業人の養成を目的とする。

＜学科 /専攻の特徴＞
　学科 /専攻の特徴授業 /カリキュラム教員紹介卒
業後の進路先輩の学びライフ OB&OG メッセージスポ
ーツ健康福祉学科ブログ、スポーツやレクリエーシ
ョンは子どもからお年寄りまで、さらに男女を問わ
ず誰もが親しめるものです。

　身体を動かすことの大切さは、楽しかったり面白
いというばかりではありません。身体を動かすこと
の重要性は「予防医学」という観点からも認識され
ており、健康な毎日を送るためには身体の活動を高
めるという考えがとても大切です。
　その考え方を学び、子ども・高齢者・障がい者な
ど多くの人々にスポーツやレクリエーションのすば
らしさを伝え、ともに健康で元気な生活を送るため
の幅広い知識と技術の習得を目指します。

　福祉とスポーツ両方を学ぶ「予防医学」にもとづ
いた専門スキルを習得、スポーツ・医学・心理・福
祉援助など幅広い科目、スポーツ・健康増進に関す
る多くの資格を取得

＜卒業後の進路＞
　学科 /専攻の特徴授業 /カリキュラム教員紹介卒
業後の進路先輩の学びライフ OB&OG メッセージスポ
ーツ健康福祉学科ブログ、健康運動指導士になる。
社会福祉士になる。レクリエーション・インストラ
クターになる。卒業時に社会福祉士国家試験受験資
格を取得、健康運動指導士になる。社会福祉士にな
る。レクリエーション・インストラクターになる。
健康増進関連産業（フィットネス・病院付属の健康
増進施設などを含む）一般医療機関、地方自治体、
社会福祉協議会、デイサービスセンター、身体障害
者福祉施設、児童福祉施設中学・高等学校教員
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ほか多数

例会の様子
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